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残された課題―１ 第 10号踏切 

長野電鉄の見解 

① 10 号踏切については、保線用車両車庫があるため、当

初は譲渡対象外。 

② その後、屋代線部分のみ譲渡対象とする。 

③ さらに、踏切廃止が可能となる連絡。 

④ 将来的には保線用車両を移動させ車庫部分と占用線路

も譲渡可能。車両ピットの解体は市の負担で。 

課題 

① 一時停止解消のため、早期の対応が必要。(政策推進) 

② 道路として活用する場合は、臥竜線から西口線に接続す

ることが現実的。保線車両用車庫は不要（道路河川課）。

別途道路用地買収費用が生じる。 

③ 西口線、ツルヤ出口の混雑についても 406 号の拡幅(須

坂建設事務所)とあわせ、警察も含めた関係機関で解決策

を検討する必要がある。 

 

基本はＢ案を採用し、利用しながら考えていく 

① 一括譲渡を受け、道路案を基本とし、車道、自転車道、歩

道を考える。 

② 譲受をした状態で、当面の必要な安全等工事をした上で、

市道の道路認定をし、道路河川課が管理する。 

③ 維持管理に必要な財政措置を講じる。 

④ 移転登記は市で行う。（財政課） 

⑤ 将来的に活用案が出てきた箇所から段階的に、所管課を中

心に財源措置も含め庁内で検討し、地域住民と相談した上

で、着工する。 

取扱注意 2012.7.3 
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１ 策定の経緯と目的 

  大正 11年(1922年)に開通した屋代線（当時の名称は河東線）は、生糸やりんご、

鉱物などの輸送手段として、また、地域住民の通勤通学路線として、さらには東京

から湯田中を結ぶ国鉄の急行も乗り入れるなど観光路線として、ピーク時の昭和

40年度には約 330万人の利用があった。 

しかし、自動車の普及とともに利用者が激減し、赤字が累積したことから、平成

21年 5月、長野電鉄株式会社の依頼により、沿線地区住民代表、各種団体、県、

沿線 3市等で構成する長野電鉄活性化協議会を設立し、住民・利用者アンケート調

査の実施、シンポジウムの開催、実証実験などを行った結果、平成 23年 2月、屋

代線を廃止し、バス代替による地域の交通手段の確保を決定した。 

長野電鉄株式会社では、平成 23年 10月、関連資産を地元３市に一括無償譲渡す

る申出を行い、平成 24年 3月末をもって屋代線は廃止された。 

須坂市では、3.9キロメートルにわたる鉄道用地等の計画的かつ有効な土地利用

を図るため、 

① 活用が難しい土地は受け入れない。  

② 不用な施設の撤去を長野電鉄に求める。 

③ 長野市、千曲市とは、回答の時期、基本的条件等の考えについて連携してい

く。 

との基本方針に基づき、跡地の利活用を検討してきた。 

 

須坂市長野電鉄屋代線跡地活用基本構想（以下、「基本構想」という。）は、長野

電鉄屋代線跡地の沿線地域における都市構造や交通状況等を踏まえ、長期的なまち

づくりの推進や沿線地域の諸課題の解決を図るため、跡地全体の整備方針をまとめ

たものである。 
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２ 対象資産 

構想の対象となる資産は下記のとおり。 

 

区間距離 3.9キロメートル （全線：24.4キロメートル） 

面積   約 33,000平方メートル（全線：約 256,000平方メートル） 

駅舎   １棟（井上駅）  

踏切   12か所（第 10号踏切を含む） 

うち遮断機のある第１種踏切９か所、車止めのみの第４種踏切３か所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋梁等  ８橋（橋台面間長１メートル以上のもの） 

名称 橋台面間長(ｍ) 完成年月 備考 

権五郎川橋梁 18.192  大正 10.05 橋脚あり 

中町開渠 3.048  大正 10.08  

第 1九反田架道橋 5.486  昭和 34.09  

第２九反田架道橋 5.250  昭和 34.09  

鮎川橋梁 35.153  大正 10.06 橋脚あり 

市川橋梁 47.262  昭和 48.12 橋脚あり 

入川避溢橋 15.240  大正 10.08  

源田避溢橋 4.572  大正 10.08  

 

長野電鉄屋代線沿線のうち須坂市分は上信越自動車道須坂長野東インターチェ

ンジ手前の権五郎川橋梁（伝石橋）から、国道 406 号の第 10 号踏切までの 3.9 キ

ロメートル。 

この間、井上地区の国道 403号ボックスカルバートをくぐり、九反田町から境沢

町の間は、鮎川（鮎川橋梁）、百々川（市川橋梁）などの河川や、複数の市道を高

架でまたぎ、国道 406号や都市計画道路臥竜線をはじめとする市道と平面交差する。   

また、全線の約半分には自動車が通行できる側道がある。  

踏切道名 道路管理者名 道 路 名 所在地 
踏切 
種別 

踏切幅員(ｍ) 

全幅 車道幅 

伝石 須坂市 市道中町伝石電鉄沿線 井上町 ４種 1.8 1.8 

中町 須坂市 市道園芸高校井上線 井上町 １種 3.3 3.3 

双六 須坂市 市道松宮双六２号線 幸高町 １種 5 5 

長沢 須坂市 市道幸高福島線 幸高町 １種 14.4 7 

学校新道 須坂市 市道井上小学校福島線 幸高町 １種 6 6 

南境沢 須坂市 市道境沢中央線 墨坂 １種 5.4 5.4 

境沢 須坂市 市道高梨小山線 墨坂 １種 8.7 6.7 

南八幡 須坂市 市道境沢高梨線 墨坂 ４種 2.7 2.7 

塩川通り 須坂市 市道塩川境沢線 墨坂 １種 4.5 4.5 

八幡 須坂市 市道塩川八幡線 南横町 １種 4.5 4.5 

旧長野街道 須坂市 市道森上長者線 南横町 ４種 1.8 1.8 

第 10 号 長野県 国道 406 号 南横町 １種 10.3 6.8 
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長野電鉄屋代線路線図 
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３ 検討体制 

須坂市における長野電鉄屋代線廃線後の跡地の利活用を検討するため、須坂市長

野電鉄屋代線跡地利活用庁内検討委員会（以下「委員会」という。）を設置した。 

委員会は、須坂市の区域における長野電鉄屋代線廃線後の跡地を利活用するため

の調査、検討、調整等を行い、結果を部長会議へ報告するものとする。 

委員会の報告をもとに市長は基本構想を決定する。 

基本構想策定後は、市民ニーズに応じた施策展開が図られるよう、引続き委員会

で検討するとともに、活用方針が決定した箇所から所管課等において計画的に事業

化を図る。 

 

【須坂市長野電鉄屋代線跡地利活用庁内検討委員会】  

委員長  総務部長   副委員長  市民共創部長 

  委員   産業振興部長、まちづくり推進部長、水道局長、消防長、政策推進

課長、財政課長、市民課長、生活環境課長、生涯学習スポーツ課長、

農林課長、工業課長、商業観光課長、道路河川課長、まちづくり課

長、上下水道課長、消防次長及び農業委員会事務局長  

事務局  総務部政策推進課 

 

 

 

   

             

                     

 

 

 

 

 

 

 

部長会議  

〈決定〉 

〈報告〉 

〈調査、検討、調整〉 

ワーキンググループ 

【須坂市長野電鉄屋代線跡地活用庁内検討体制】 

 

 

活用方針・事業計画・事業実施 

基本構想 

市長 

須坂市長野電鉄屋代線跡地利活用庁内検討委員会 
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４ 沿線地域の概況 

(1) 土地利用の状況 

長野電鉄屋代線は、須坂地区、日野地区及び井上地区の 11 町（北横町、南横

町、塩川町、八幡町、境沢町、高梨町、米持町、九反田町、幸高町、二睦町、井

上町）に接しあるいは通過し、周辺は住宅地、樹園地、工業団地等に利用されて

いる。 

 

 

  

 

 

 

平成 20年度須坂市都市計画基礎調査 

土地利用状況図  

須坂駅 

井上駅 
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(2) 人口集中地区の推移 

人口集中地区（ＤＩＤ）の推移をみると、市街地南側の屋代線周辺に拡大して

おり、特に塩川町、南横町、八幡町、境沢町では住宅開発が進み人口も増加して

いる。 

 

 

 

 

※ＤＩＤ（人口集中地区）： 

広義に捉えた市街地で、国勢調査に際して、人口密度が約4,000人/平方㌔を超える調査区の集

合体で、合計人口が5,000人を超える範囲をさす。 

 

 

 

須坂駅 

井上駅 
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(3) 交通の状況 

交通面では、長野電鉄長野線須坂駅をはじめ、国道 406号、国道 403号（主要

地方道長野須坂インター線）、都市計画道路臥竜線といった主要道路に接してい

る。 

須坂市内の交通状況（交通量･混雑度）をみると、長野市とを結ぶ千曲川断面

（村山橋・屋島橋）で約57,000台/日の交通量がある。 

村山橋から須坂市街を結ぶ国道406号や屋島橋から須坂市街を結ぶ国道403号

幸高交差点付近に交通量が集中し、混雑度が1.5を超えている。 

屋代線がそれぞれの国道と交差する箇所においては、拡幅整備の計画や事業が

進められており、特に市内最大の交通量となっている国道 403号須坂長野東 IC

入口交差点から幸高町交差点まで、高架を含めた４車線化工事が進捗している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 17年道路交通センサス 
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５ 上位計画等における位置づけ 

(1) 須坂都市計画 

市内全線が須坂都市計画区域に含まれており、沿線は第二種住居地域、準住居

地域、第一種低層住居専用地域、第一種住居地域、準工業地域、工業地域及び市

街化調整区域と多様である。 

このうち、線路敷の両側とも同じ用途である箇所は南横町から八幡町、境沢町、

高梨町にかけての第一種低層住居専用地域と第一種住居地域のみであり、その他

の用途地域は屋代線を境に区分が異なる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

井上駅 

平成20年度須坂市都市計画基礎調査 

市街化区域、市街化調整区域の指定状況 
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(2) 第三次国土利用計画（須坂市計画）(平成 23年 3月) 

市街地地域（須坂地区） 

   …都市計画道路整備等の推進により、土地の再生と高度利用を図り、道路

や公園及び緑地などの居住環境が整った、快適な都市環境の形成を目指しま

す。 

 

  南部地域（井上・高甫地区）   

   現存する歴史遺産をいかし、一帯に広がる農地の保全を考慮するとともに、

都市化が進む幹線道路沿線や、インターチェンジ周辺及び市街地周辺では、

玄関口という立地条件を最大限にいかし、インター流通産業団地に連続した

開発を含め産業用地の確保など計画的な土地利用を推進します。 

 

(3) 須坂市都市計画マスタープラン（平成 24年 2月） 

  須坂市の求められる将来都市像（将来都市構造） 

   「インター周辺工業拠点」 

    流通産業団地を中心としたインターチェンジ周辺地区と幸高・米持地区の

工業団地一帯を「インター周辺工業拠点」とする。 

 

  地区別将来構想 須坂地区 

   土地利用に関する方針 

◆須坂駅西口周辺の道路整備とあわせ、商業系土地利用を図る。 

◆民間事業者による区画整理事業の推進及び宅地開発の誘導により未利

用地の活用を図る。 

 

地区別将来構想 日野地区 

   土地利用に関する方針 

◆優良農地の保全を図るとともに、遊休農地を解消する。 

 ◆既存集落の良好な居住環境の保全を図る。 

 

地区別将来構想 井上地区 

   土地利用に関する方針 

◆優良農地の保全を図るとともに、遊休農地を解消する。 

    ◆インター須坂流通産業団地周辺は、工業系用途地域としての整備促進を

行う。 

    ◆既存集落の良好な居住環境の保全を図る。 

   道路・交通に関する方針 

◆歩行者系道路（遊歩道・散歩道）の整備を図る。 

 



 10 

(4) 須坂市景観形成基本計画（平成 12年 3月） 

【井上地区の現況と課題】 

■井上地区の概要 

 長野電鉄を境として、西側は千曲川の氾濫による沖積地が大半を占め、東

側は鮎川と百々川による扇状地から構成されている。 

■井上地区の景観要素 

【身近な景観的要素】 

  九反田町の集落の景観 

   集落の中をせせらぎが流れ、落ち着いた町並み景観を創り出している

地区である。また、この付近は、長野電鉄に沿って数々の湧水が見られ

る。中でも金比羅神社の石垣から流れ出る湧水は、印象的なものとなっ

ている。  

 

４－５井上地区の景観形成基本方針 

【景観形成基本方針】 

守る景観（保全・活用する）  

○百々川の河川景観の保全  

○地区内に分布する湧水の保全と活用 

     育てる景観（向上・手を加える） 

     ○寺社・公園・水を利用した憩いの景観作り 

    

    井上地区の景観形成物語 

     ◆集落内の湧水の保全と活用 

鮎川の脇に、かつて周辺の人々が、生活に使っていた湧水がある。今

は、確認できる程度で周りは雑草が生い茂り、その存在を知る人は尐な

くなってきている。何とか保全していきたい。 

     ◆百々川堤防上の遊歩道整備 

       百々川沿いの堤防上には道路がある。朝夕のラッシュ時には幹線道路

の迂回路として利用されているらしいが、本来、こうした使われ方は、

想定されていないはずである。河川景観の保全の観点から、遊歩道、散

歩道として、人々に開放し、合わせて景観の保全に努めたいものである。 

 

(5) 農業関連の整備計画 

井上地区の屋代線南東側、中町踏切南から伝石橋にかけて、農山漁村活性化

プロジェクト（計画期間：平成 23～27年度）による農道整備、用排水路整備が

進んでいる。 
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６ 活用の基本的方向性 

  

□全線を道路系として活用する。原則として自転車・歩行者道等とし、必要に応じ

て自動車道を整備する。 

 

 □一本の幹線をつくるのではなく、それぞれの地区にあった活用をする。 

 

□地域住民に愛される道路として、植栽や道路管理など住民の自主的な取組みを行

政が支援する。 
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７ 構想実現に向けて 

⑴  整備の基本的な考え方 

線路敷跡で事業延長も長く、整備内容、条件等も多岐にわたっていることから、

構想実現にあたっては相当の時間と事業費が予想される。 

そのため、中長期的視点で財源や市全体の道路計画の中での優先順位等を考慮

し、基本構想に添った形で具体的な活用案を地域に示しながら、条件が整った所

から順次事業を実施する。 

その際、緊急性や連続性に配慮するとともに、整備完了までの間の暫定利用も

含めて計画的かつ弾力的に整備を進める。 

 

⑵ 整備目標 

現行の須坂市都市計画マスタープランの土地利用方針との整合を図るため平

成 32 年を当面の目標年度とし、社会情勢や財政状況を踏まえ、長期的な展望に

基づく目標年次の見直しを図りながら整備を進めていく。 

基本構想に基づいて、良好な都市空間の形成を図るため、以下のスケジュール

を想定し、可能な部分から事業化を行い、段階的なまちづくりの推進を図る。 

① 踏切道の安全確保のための整備の実施。（長沢、境沢踏切ほか） 

② 管理移管後は、安全措置（敷地内立ち入り禁止措置等）、維持管理（除草

等）の実施。 

③ 暫定利用のための整備の実施。（盛り土・バラストの撤去、未舗装道路と

しての整備、植栽等） 

④ 具体的活用案の提示、地元協議、事業化の実施。（井上駅インター流通産

業団地側道路の整備等）  
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参考１ 資料屋代線跡地利活用沿線地区懇談会 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考２ 屋代線跡地全線活用案（地域づくり市民会議） 

 【開催日時】７月８日(日)～８月 29日(水) のうち 12日  

【出席者】 12地区  412人 

 【資 料】 次項 

 

 長野電鉄屋代線跡地利活用沿線地区懇談会（境沢町以北） 

【開催日時】 

  平成 24年７月５日（木） 19時 00分～20時 27分   

【場所】 

  須坂市第 1勤労者研修センター 

【対象】 

  境沢以北地区（境沢町、八幡町、高梨町、塩川町、南横町） 

【出席者】 

  住 民：沿線区長、地区住民など計 20名 

   

  

長野電鉄屋代線跡地利活用沿線地区懇談会（井上地区） 

【開催日時】 

  平成 24年７月３日（火） 19時 00分～20時 30分   

【場所】 

  ＪＡ井上支所２階会議室 

【対象】 

  井上地区（井上町、二睦町、幸高町、九反田町、米持町） 

【出席者】 

  住 民：沿線区長、地区住民など計 19名 
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�

屋代線跡地全線活用案
（道路、歩行者・自転車道等）

当面の状況

＜イメージ＞

＜法面あり＞＜法面なし＞

平成24年度　地域づくり市民会議
総務部政策推進課
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参考３ 屋代線跡地利活用に関する市民からの提案 

 

方法 
名前等(住所) 
○数字は同一人 

概 要 

市長への手紙 Ａ(米持町) 千曲川添いを自転車専用道路として整備を。 

 

意見募集に対

して電話 

Ｂ(北横町)① ①広いところ隣に道があるところは道路、狭いところは自転車・

歩行者専用道路。②橋は通行止め。 

意見募集に対

して電話 

Ｃ(米持町) 沿線の人に利用してもらったら。邪魔なものは片付けお金のかか

らない方法で、枕木を 3,4本切ってその中に八重桜を植えたらき

れい。父からレールを敷設する際は手伝ったと聞いた。目で見て

美しいと思え、ここに線路があったと思い出が蘇るものがいい。 

意見募集に対し

て市長への手紙 
Ｄ(境沢町)① 市の原案作成前に市民との意見交換会の開催を。広域的な視点に

立った検討も。 

メール Ｂ(北横町)② ①広いところは道路、狭いところは自転車・歩行者専用道路。②

国道 406 踏切撤去。作業車庫の移転を。③駅舎の解体。(維持費が

かかりいたずらの原因)  

メール Ｅ(南横町) ①国道 406号と園芸高校西側の通りの渋滞解消策として須坂駅に

向かって一方通行の道路。②自転車走行可能な遊歩道。 

陳情 九反田区長 北側、南側ガードを撤去し、ガード下の道を平坦にして広げる。 

 

陳情 

 

境沢町区長外 境沢踏切安全対策の実施。 

市長への手紙 Ｆ(塩川町) 南八幡踏切の車両通行を可能にしてほしい。 

 

市長への手紙 Ｇ(旭ケ丘町) 旧踏切部の道路幅が狭いので、前後の道路と同じ広さに拡幅を。 

 

メール及び電

話 

Ｂ(北横町)③ ①国道 406号踏切は撤去し、作業車と車庫を移転。②米持から中

島への道路上の橋げた撤去と九反田、境沢道路の拡幅。③403号 4

車線化にあたって土手の更地化(平面交差)（→次のメールで撤回

＝立体交差に) 

地区懇談会 

(井上) 

Ｈ(幸高町) 井上駅西側の道路を拡幅すると両側が道路となり、またトラック

などの振動が心配。線路部分は歩道として整備できないか。生活

しやすいよう配慮を。車も停車できないので考えてほしい。ウォ

ーキングや歩行者用道路に考えられないか。車を通すと事故につ

ながる。 

地区懇談会 

(井上) 

Ｉ(井上町) 国道 403 号のボックスは良いと思う。３市で連携して線路、軌道

敷を再利用してディーゼル車を走らせられないか。 

地区懇談会 

(井上) 
Ｊ(井上町) 今後高齢化が進めば誰が面倒見てくれるか移動手段どうするか。

公共交通機関があったほうが生活しやすい。はい道路ですという

のはどうか。高校も自由に選べる時代に一考を。 

地区懇談会 

(井上) 

Ｋ(二睦町) ボックスは大いに結構。「井上」の信号は待ち時間が長く、フラッ

ト化には反対。 

地区懇談会 

(井上) 
Ｌ(幸高町) ①道路の起点終点はどこか。国道 403 号は用地買収済みだろうが、

平面交差にすると土地が余るとも聞く。平面交差でどのような利

用価値があるか検討してほしい。②井上駅は鍵がかかっておらず

防犯上心配。 

地区懇談会 

(井上) 

Ｍ(幸高町) 長沢踏切をノンストップで自動車が通り抜けるようになり、4ト

ン車ではひどい振動が出ているので善処を。 

電話 Ｏ(屋部町) 管理の簡単なひまわりを植えて、千曲市までひまわりフラワーロ

ードに。遠くから見ても映えるし話題にもなる。枕木をチップに

して歩きやすく休憩箇所も設け、種は販売したり動物のえさにも
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できる。園芸高校に呼びかけて設計をしてもらうのもよい。(新校

の目玉事業にも) 長野・千曲市の関係団体への呼びかけなど協力

する。 

地区懇談会 

(境沢以北) 

Ｄ(境沢町)② 須坂市のまちづくりの観点から結論を。今は余り金をかけずに、

暫定的に自転車と歩道の利用に止めておいた方が良い。引込線廃

止による第 10号踏切撤去を。①基本的に自転車と歩道のみの利用

として桜、市の花などの並木を。②自動車を通す場合は一方通行

とし歩行者は両側通行を。③将来の案として、長電長野須坂間は

現状とし、井上から中野までは別の方式・LRT(住宅が点在してい

るので難しいかも)などを検討したらどうか。 

地区懇談会 

(境沢以北) 

Ｐ(南横町) 自動車道路に反対する。遊歩道や植樹、散歩道の方がランニング

コストや危険度が少ない。須坂市は花と緑の運動を進めている。

散歩道やところどころにベンチを置いて公園にする。木を植える

と景観が良くなるし、葉っぱの掃除や消毒の方がコストが低い。

LRTはコストがかかるし必要性があるか。須坂には園里緑竜があ

り、桜並木にして春には観光客が呼べる。 

地区懇談会 

(境沢以北) 

Ｑ(八幡町) 一時停止を必要とする 406号 10 号踏切をなくすよう交渉を。須坂

の玄関口として全線４車線となるように。 

地区懇談会 

(境沢以北) 

Ｒ(高梨町) 自動車が通れない踏切２か所をぜひ通れるようにしてほしい。二

つの鉄橋は将来的に必要はない。 

メール Ｂ(北横町)④ ①403 号は立体交差に。②境沢以北は狭い箇所は自転車・歩行者

専用道路もしくは遊歩道、広い箇所は道路に。③井上地域はお任

せする。④406号踏切は撤去、車庫移転を。 
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参考４ 屋代線跡地利活用方針決定までの経過 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年

月 
須坂市 須坂市議会・市民 長野電鉄㈱、他市等 

H21 

H22 

H23 

 

5/1 長野電鉄活性化協議会設立（沿線地区住民代表、各種団体、長野電鉄、長野県、長野市、千曲市、須坂市等） 

21年・8月 住民(600世帯)アンケート調査・関係団体ヒアリング・先進地視察・ワーキンググループ研究等 

22年・長野電鉄屋代線総合連携計画策定・7月 シンポジウム(シルキー)・7～9月 実証実験、利用者アンケート 

・6～8月 市民(1200世帯)アンケート・地域づくり市民会議説明・区長会説明・隣組回覧・広報啓発活動 

23年・2月 屋代線を「廃止し、バス代替による地域の交通手段の確保」の決定・広報等 

 （24年・代替バス利用促進） 

H24 

１ 

6 部長会議・庁内検討委員会設置 

20庁内検討委員会 

 ・経過、工程案及び今後の予定 

 須坂市と長野電鉄の譲渡(受)交渉 

２ 6 ・現地視察 

17 ・庁内活用提案 

 

市議会代表質問、一般質問 

 

 

３ ・調整、公図詳細調査等 

 

1広報すざか・廃線にともなうお知

らせ・跡地利活用意見募集 

 区長会役員会・経過説明 

 

31 屋代線廃線  

 

４  27～ ワーキンググループ 

・庁内活用試案作成、調整 

26 沿線区長と打合せ 

・経過説明と今後の検討方針 

1 代替バス運行開始 

20長野市との打合せ  

５    

６ 8 庁内検討委員会・活用試案検討 

12 部長会議・活用案協議 

 

26 市議会総務文教委員会 

28 3市調整会議 

   ・跡地活用方針について 

７  3,5 沿線区懇談会(井上･境沢以北) 

7～8月 地域づくり市民会議 

 ・経過活用案説明と意見交換 

 

８  

 

 

29 総務文教、経済建設委員会視察 

30 3市調整会議 

   ・跡地活用方針についてほか 

９ 10 庁内検討委員会 

・活用基本構想(案)の策定、調整 

市議会一般質問 

25 測量関係補正予算可決 

 

10        測量委託 

24 関係課調整会議 

 屋代線施設撤去方針（長野電鉄） 

30 3市及び長野電鉄調整会議 

11  

15 関係課調整会議 

 

 

 

22 3市及び長野電鉄調整会議 

12  7庁内検討委員会 

 ・活用基本構想(案)策定 

17活用基本構想策定 

 

10市議会総務文教委員会 

 

 

   

 

H24年 10月 30日 屋代線関連資産無償一括譲渡申出 

 

H21年 1月 屋代線に係る法定協議会の設立依頼 
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